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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 10,523 △1.8 309 27.0 215 47.6 94 ―
23年3月期 10,721 △1.5 243 △28.0 146 △36.1 △18 ―

（注）包括利益 24年3月期 147百万円 （―％） 23年3月期 △2百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 8.42 ― 2.8 2.0 2.9
23年3月期 △1.63 ― △0.6 1.4 2.3

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期 10,511 3,553 33.8 299.69
23年3月期 10,594 3,110 29.4 282.13

（参考） 自己資本   24年3月期  3,553百万円 23年3月期  3,110百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 388 △36 △332 1,276
23年3月期 180 △206 △206 1,257

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 77 ― 2.4
24年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00 79 83.1 2.4
25年3月期(予想) ― 3.50 ― 3.50 7.00 79.0

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 5,021 △2.5 △15 ― △57 ― △81 ― △6.92
通期 10,788 2.5 320 3.5 232 8.0 105 10.9 8.86



※  注記事項 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 11,856,669 株 23年3月期 11,856,669 株
② 期末自己株式数 24年3月期 912 株 23年3月期 831,666 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 11,249,808 株 23年3月期 11,103,006 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 10,510 △1.8 259 34.7 194 56.7 94 ―
23年3月期 10,705 △1.5 192 △33.9 124 △37.9 △19 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 8.44 ―
23年3月期 △1.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期 10,404 3,460 33.3 291.85
23年3月期 10,488 3,017 28.8 273.68

（参考） 自己資本 24年3月期  3,460百万円 23年3月期  3,017百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中であります。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。 
 上記予想に関する事項につきましては、添付資料の２ページをご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 5,014 △2.5 △43 ― △54 ― △69 ― △5.84
通期 10,769 2.5 264 2.3 206 6.2 100 5.5 8.44
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（当期の経営成績） 

当連結会計年度のわが国経済は、東日本大震災の影響から立ち直りつつありますが、円高の長期化や雇用

不安、原油価格の高止まり傾向等があり、国内経済の先行きは不透明な状況が続いております。 

このような経済状況の中、当社グループにおきましてはお客様の健康を第一義に考え、安全で安心のでき

る美味しい食材をお届けすることを業務の基本とした経営に努めてまいりました。 

当連結会計年度の売上面については、朝食をセットにしたコースの新設や日曜サービスメニューの新設

等、多様なメニュー選択のできる冊子に改訂しました。お客様の節約志向や他業態からの宅配事業参入など

競争が増す中、レギュラーメニュー売上高は92億67百万円（前年度比98.3％）、ヘルシーメニュー売上高は

４億28百万円（前年度比88.6％）になりました。一方、特売商品については、商品を厳選し、季節に合わせ

た商品の提供を積極的に行った結果、特売商品売上高が８億27百万円（前年度比102.4％）となりました。 

他方、仕入価格については、夏の猛暑、冬の異常低温などの影響により全般に野菜が高騰するなど、仕入

に影響を受けましたが、お客様へお値打ちでしかも質の良い商品を厳選してお届けできるように取り組みま

した。一方、製造に係るコストは、生産効率の向上により前年度に比べ29百万円削減したこと等により、売

上原価率は58.2％と前年度に比べ0.1ポイント改善しました。 

 また、販売費及び一般管理費については、宅配効率の向上や拡販方法の見直しなどにより40億91百万円に

なり、前年度に比べ１億39百万円減少しました。 

以上により、当連結会計年度の業績は、売上高105億23百万円（前年度比98.2％）、経常利益２億15百万

円（前年度比147.6％）、当期純利益は94百万円（前年度は18百万円の当期純損失）になりました。 

  

(次期の見通し） 

 平成25年３月期のわが国経済は、東日本大震災の復興が進むことによる景気回復の期待があるものの、原

油価格の高騰や電力供給不足等、先行き不透明な状況が続くものと思われます。 

 当社グループは、高齢者世帯や共働き世帯が増加する社会情勢の中、当社の食材宅配の利便性の良さや魅

力を消費者の皆様によく知っていただくとともに、安全で安心のできる美味しい食材のお届けをすること等

で顧客の増加に努めてまいります。 

 以上により、次期の業績につきましては、売上高は107億88百万円、営業利益は３億20百万円、経常利益

は２億32百万円、当期純利益は１億５百万円を予定しております。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

①資産 

資産の部では、有形固定資産が減価償却等により１億32百万円減少し、現金及び預金が56百万円増加し

たこと等により、資産合計は前連結会計年度末に比べ83百万円減少の105億11百万円になりました。 

②負債 

負債の部では、借入金（短期借入金、１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計）が３億82百

万円、社債（１年内償還予定の社債を含む。）が１億58百万円減少したこと等により、負債合計は前連結

会計年度末に比べ５億25百万円減少の69億58百万円になりました。 

③純資産 

純資産の部では、資本剰余金が１億28百万円、自己株式が５億１百万円減少したこと等により、純資産

合計は前連結会計年度末に比べ４億42百万円増加の35億53百万円になりました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

（２）財政状態に関する分析
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（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ19百万

円増加し、12億76百万円になりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動の結果、増加した資金は３億88百万円（前連結会計年度は１億80百万

円の増加）になりました。これは、主に税金等調整前当期純利益２億15百万円や減価償却費２億21百万円

の計上等により資金が増加し、法人税等の支払額75百万円等を支出したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動の結果、使用した資金は36百万円（前連結会計年度は２億６百万円を

使用）になりました。これは、定期預金の払戻20百万円がありましたが、定期預金への預入52百万円等に

より、資金が減少したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動の結果、減少した資金は３億32百万円（前連結会計年度は２億６百万

円の減少）でした。これは、主に長期借入による収入13億80百万円、自己株式の処分による収入４億18百

万円がありましたが、長期借入金の返済による支出12億97百万円、短期借入金の返済による支出４億65百

万円、社債の償還による支出１億58百万円や配当金の支払による支出76百万円等があったことによるもの

であります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）１. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値によっており、以下の算式で算定しております。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

２. 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに算出しております。 

３. キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。 

４. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象と

しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しており

ます。 

  

 当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題として位置付けており、配当政策は、株主の期待

に応える長期的かつ安定的な配当の実現を基本方針としております。 

このため、安定配当を行うという観点から、当期、剰余金の配当は、１株当たり期末配当金3.5円と

中間配当金3.5円とを合わせて年間７円としております。 

 また、次期の配当は、経済状況の先行きが不透明な中、経営基盤の強化ならびに将来の事業展開へ備

えるため内部留保を勘案し、中間、期末ともに3.5円の年間7円を予定しております。さらに、株主優待

については、従来どおり行ってまいります。真心を込めて作り上げた当社商品を株主の皆様へお贈り

し、当社への信頼とご理解をより深めて頂きたいと存じます。 

  

平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率            （％） 30.1 29.4 33.8

時価ベースの自己資本比率      （％） 60.5 59.4 53.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （倍） 15.2 34.8 14.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ  （倍） 4.5 1.6 3.4

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 「事業の系統図（事業の内容）」 

最近の有価証券報告書（平成23年６月29日提出）から重要な変更がないため開示を省略しております。

  

以上５項目については、平成20年３月期決算短信（平成20年５月９日開示）により開示を行った内容

から重要な変更がないため、開示を省略しております。  

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.shokubun.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

２．企業集団の状況

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,555,166 1,612,068

受取手形及び売掛金 17,576 15,485

原材料及び貯蔵品 108,215 106,461

繰延税金資産 63,539 54,240

その他 38,662 30,020

貸倒引当金 △122 △122

流動資産合計 1,783,037 1,818,154

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,823,894 2,802,631

減価償却累計額 △1,217,278 △1,312,108

建物及び構築物（純額） 1,606,616 1,490,522

機械装置及び運搬具 55,971 48,497

減価償却累計額 △44,579 △39,857

機械装置及び運搬具（純額） 11,391 8,640

工具、器具及び備品 330,096 278,921

減価償却累計額 △281,231 △243,315

工具、器具及び備品（純額） 48,864 35,605

土地 5,843,822 5,850,506

リース資産 315,421 391,196

減価償却累計額 △119,479 △201,755

リース資産（純額） 195,942 189,440

建設仮勘定 798 －

有形固定資産合計 7,707,435 7,574,715

無形固定資産 50,950 44,621

投資その他の資産   

投資有価証券 295,784 356,224

繰延税金資産 23,936 20,396

その他 764,618 728,583

貸倒引当金 △31,075 △31,075

投資その他の資産合計 1,053,264 1,074,129

固定資産合計 8,811,650 8,693,466

資産合計 10,594,688 10,511,621
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 418,880 401,380

短期借入金 1,055,000 590,000

1年内償還予定の社債 158,000 62,000

1年内返済予定の長期借入金 1,168,865 1,351,526

リース債務 75,728 81,757

未払法人税等 51,901 92,961

未払消費税等 26,410 37,781

賞与引当金 102,000 86,000

その他 366,235 357,846

流動負債合計 3,423,021 3,061,253

固定負債   

社債 229,000 167,000

長期借入金 3,675,324 3,575,052

リース債務 130,411 117,507

退職給付引当金 3,104 13,913

資産除去債務 22,221 22,699

その他 1,096 1,106

固定負債合計 4,061,157 3,897,279

負債合計 7,484,179 6,958,532

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,148,010 1,148,010

資本剰余金 1,616,944 1,488,147

利益剰余金 865,690 883,582

自己株式 △501,602 △502

株主資本合計 3,129,042 3,519,238

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △18,533 33,849

その他の包括利益累計額合計 △18,533 33,849

純資産合計 3,110,508 3,553,088

負債純資産合計 10,594,688 10,511,621
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 10,721,910 10,523,649

売上原価 6,246,549 6,122,010

売上総利益 4,475,361 4,401,638

販売費及び一般管理費 4,231,421 4,091,875

営業利益 243,939 309,763

営業外収益   

受取利息 8,192 9,678

受取配当金 4,507 5,706

受取保険金 493 1,014

受取手数料 10,039 7,677

受取賃貸料 4,614 5,778

投資有価証券運用益 － 1,792

その他 5,819 2,291

営業外収益合計 33,667 33,940

営業外費用   

支払利息 111,227 117,684

シンジケートローン手数料 2,374 2,374

投資有価証券運用損 16,934 －

その他 948 7,991

営業外費用合計 131,485 128,050

経常利益 146,121 215,653

特別利益   

賞与引当金戻入額 11,909 －

特別利益合計 11,909 －

特別損失   

固定資産除却損 5,232 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,277 －

投資有価証券評価損 41,547 －

ゴルフ会員権償還損 3,000 －

特別損失合計 61,058 －

税金等調整前当期純利益 96,972 215,653

法人税、住民税及び事業税 71,220 116,425

法人税等調整額 43,810 4,509

法人税等合計 115,031 120,934

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△18,058 94,718

当期純利益又は当期純損失（△） △18,058 94,718
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 連結包括利益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△18,058 94,718

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 16,021 52,383

その他の包括利益合計 16,021 52,383

包括利益 △2,037 147,102

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △2,037 147,102

－8－

㈱ショクブン（9969）　平成24年３月期決算短信



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,148,010 1,148,010

当期末残高 1,148,010 1,148,010

資本剰余金   

当期首残高 1,616,944 1,616,944

当期変動額   

自己株式の処分 － △128,796

当期変動額合計 － △128,796

当期末残高 1,616,944 1,488,147

利益剰余金   

当期首残高 978,249 865,690

当期変動額   

剰余金の配当 △94,500 △76,826

当期純利益又は当期純損失（△） △18,058 94,718

当期変動額合計 △112,558 17,892

当期末残高 865,690 883,582

自己株式   

当期首残高 △447,720 △501,602

当期変動額   

自己株式の取得 △53,881 △46,052

自己株式の処分 － 547,152

当期変動額合計 △53,881 501,100

当期末残高 △501,602 △502

株主資本合計   

当期首残高 3,295,483 3,129,042

当期変動額   

剰余金の配当 △94,500 △76,826

当期純利益又は当期純損失（△） △18,058 94,718

自己株式の取得 △53,881 △46,052

自己株式の処分 － 418,355

当期変動額合計 △166,440 390,195

当期末残高 3,129,042 3,519,238
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △34,554 △18,533

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,021 52,383

当期変動額合計 16,021 52,383

当期末残高 △18,533 33,849

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △34,554 △18,533

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,021 52,383

当期変動額合計 16,021 52,383

当期末残高 △18,533 33,849

純資産合計   

当期首残高 3,260,928 3,110,508

当期変動額   

剰余金の配当 △94,500 △76,826

当期純利益又は当期純損失（△） △18,058 94,718

自己株式の取得 △53,881 △46,052

自己株式の処分 － 418,355

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,021 52,383

当期変動額合計 △150,419 442,579

当期末残高 3,110,508 3,553,088
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 96,972 215,653

減価償却費 217,538 221,821

のれん償却額 1,659 1,457

長期前払費用償却額 790 790

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,800 △16,000

前払年金費用の増減額（△は増加） 18,405 20,039

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,557 10,808

受取利息及び受取配当金 △12,699 △15,385

支払利息 111,227 117,684

投資有価証券運用損益（△は益） 16,934 △1,792

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,277 －

投資有価証券評価損 41,547 －

ゴルフ会員権償還損 3,000 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,352 2,091

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,767 1,753

仕入債務の増減額（△は減少） △15,034 △17,500

前受金の増減額（△は減少） △27,066 △47,496

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,332 15,212

その他 △4,001 56,296

小計 407,562 565,433

利息及び配当金の受取額 11,960 14,599

利息の支払額 △110,966 △115,770

法人税等の支払額 △128,177 △75,832

営業活動によるキャッシュ・フロー 180,378 388,429

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △202,400 △52,411

定期預金の払戻による収入 178,074 20,270

有形固定資産の取得による支出 △173,393 △21,445

投資有価証券の取得による支出 △34,137 △12,002

投資有価証券の償還による収入 8,222 14,067

差入保証金の差入による支出 △120 －

差入保証金の回収による収入 17,150 5,348

その他 23 10,044

投資活動によるキャッシュ・フロー △206,581 △36,129

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △270,000 △465,000

長期借入れによる収入 1,776,000 1,380,000

長期借入金の返済による支出 △1,258,591 △1,297,611

社債の償還による支出 △234,000 △158,000

リース債務の返済による支出 △71,079 △87,551

自己株式の取得による支出 △53,881 △46,052

自己株式の処分による収入 － 418,355

配当金の支払額 △94,606 △76,981

財務活動によるキャッシュ・フロー △206,158 △332,840

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △232,361 19,459

現金及び現金同等物の期首残高 1,489,496 1,257,135

現金及び現金同等物の期末残高 1,257,135 1,276,595
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該当事項はありません。 

  

最近の有価証券報告書（平成23年６月29日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（８）追加情報 

当連結会計年度の期首以降に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しており

ます。 

  

当社グループは、食品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

 
（注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   ２．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

  ３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（９）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

(１株当たり情報)

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成22年４月１日
  至 平成23年３月31日）

（自 平成23年４月１日
  至 平成24年３月31日）

１株当たり純資産額 282.13円 299.69円

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失
（△）

△1.63円 8.42円

前連結会計年度末 当連結会計年度末

平成23年３月31日 平成24年３月31日

純資産の部の合計額（千円） 3,110,508 3,553,088

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ― ―

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,110,508 3,553,088

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数（株）

11,025,003 11,855,757
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  ４．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

 
  

該当事項はありません。 

  

（販売の状況） 

 
  

（開示の省略） 

連結貸借対照表関係及び連結損益計算書関係、連結包括利益計算書関係、連結株主資本等変動計算書関

係、連結キャッシュ・フロー計算書関係、リース取引関係、関連当事者との取引関係、税効果会計関係、

金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等関係、資

産除去債務関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくはないと考えられ

るため開示を省略しております。 

  

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △18,058 94,718

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は 
普通株式に係る当期純損失（△）（千円）

△18,058 94,718

期中平均株式数（株） 11,103,006 11,249,808

(重要な後発事象)

商 品 別

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

金 額 前年度比 金 額 前年度比

メニュー商品

レギュラーメニュー

ヘルシーメニュー

   千円

9,429,982

483,670

％

   98.1

   95.4

   千円

9,267,222

428,744

％

98.3

88.6

小 計 9,913,653 97.9 9,695,966 97.8

特 売 商 品 808,256 106.4 827,682 102.4

計 10,721,910 98.5 10,523,649 98.2
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,436,813 1,492,207

売掛金 16,378 14,480

原材料及び貯蔵品 106,794 105,151

前払費用 26,270 26,780

繰延税金資産 61,538 52,464

未収入金 11,361 2,736

その他 748 179

貸倒引当金 △122 △122

流動資産合計 1,659,781 1,693,878

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,352,001 2,330,160

減価償却累計額 △906,829 △970,345

建物（純額） 1,445,172 1,359,815

構築物 471,051 471,629

減価償却累計額 △309,629 △340,921

構築物（純額） 161,422 130,707

機械及び装置 41,977 34,503

減価償却累計額 △33,301 △27,739

機械及び装置（純額） 8,675 6,764

車両運搬具 11,993 11,993

減価償却累計額 △11,236 △11,586

車両運搬具（純額） 757 407

工具、器具及び備品 322,957 271,781

減価償却累計額 △275,499 △236,820

工具、器具及び備品（純額） 47,457 34,960

土地 5,811,909 5,818,593

リース資産 315,421 391,196

減価償却累計額 △119,479 △201,755

リース資産（純額） 195,942 189,440

建設仮勘定 798 －

有形固定資産合計 7,672,135 7,540,689

無形固定資産   

のれん 3,915 2,458

借地権 5,999 5,999

ソフトウエア 8,051 3,656

その他 32,528 32,143

無形固定資産合計 50,495 44,257
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 295,784 356,224

関係会社株式 55,171 55,171

出資金 166 166

長期債権 31,075 31,075

長期前払費用 14,368 10,120

繰延税金資産 22,582 18,187

長期預金 505,300 500,000

差入保証金 148,751 144,100

その他 63,970 42,011

貸倒引当金 △31,075 △31,075

投資その他の資産合計 1,106,094 1,125,982

固定資産合計 8,828,725 8,710,929

資産合計 10,488,506 10,404,807

負債の部   

流動負債   

買掛金 413,881 401,246

短期借入金 1,055,000 590,000

1年内償還予定の社債 158,000 62,000

1年内返済予定の長期借入金 1,168,865 1,351,526

リース債務 75,728 81,757

未払金 129,711 147,968

未払費用 165,974 157,576

未払法人税等 39,741 81,899

未払消費税等 25,151 36,373

前受金 71,246 23,749

預り金 9,365 34,559

賞与引当金 100,000 84,000

その他 445 462

流動負債合計 3,413,111 3,053,118

固定負債   

社債 229,000 167,000

長期借入金 3,675,324 3,575,052

リース債務 130,411 117,507

退職給付引当金 － 8,227

資産除去債務 22,221 22,699

その他 1,090 1,093

固定負債合計 4,058,047 3,891,580

負債合計 7,471,159 6,944,699
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,148,010 1,148,010

資本剰余金   

資本準備金 611,806 611,806

その他資本剰余金 1,005,138 876,341

資本剰余金合計 1,616,944 1,488,147

利益剰余金   

利益準備金 115,004 115,004

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 657,524 675,598

利益剰余金合計 772,529 790,603

自己株式 △501,602 △502

株主資本合計 3,035,881 3,426,258

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,533 33,849

評価・換算差額等合計 △18,533 33,849

純資産合計 3,017,347 3,460,108

負債純資産合計 10,488,506 10,404,807
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 10,705,082 10,510,304

売上原価 6,257,364 6,137,201

売上総利益 4,447,718 4,373,103

販売費及び一般管理費   

販売促進費 363,415 342,321

広告宣伝費 63,653 62,926

役員報酬 70,699 53,282

給料及び手当 2,146,994 2,063,658

賞与引当金繰入額 74,700 61,600

退職給付費用 64,508 72,453

福利厚生費 351,128 346,385

地代家賃 138,204 131,885

賃借料 44,391 30,623

保守修繕費 74,924 78,892

減価償却費 154,059 155,981

燃料水道光熱費 171,462 180,699

租税公課 64,362 66,067

保険料 50,515 53,190

その他 422,374 414,120

販売費及び一般管理費合計 4,255,395 4,114,090

営業利益 192,322 259,012

営業外収益   

受取利息 8,191 9,678

受取配当金 34,507 35,706

受取保険金 493 1,014

受取手数料 10,039 7,677

受取賃貸料 4,550 5,707

投資有価証券運用益 － 1,792

その他 5,415 1,957

営業外収益合計 63,198 63,534

営業外費用   

支払利息 106,273 114,625

社債利息 4,829 2,944

シンジケートローン手数料 2,374 2,374

投資有価証券運用損 16,934 －

その他 948 7,991

営業外費用合計 131,361 127,936

経常利益 124,159 194,611

特別利益   

賞与引当金戻入額 11,909 －

特別利益合計 11,909 －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 5,232 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,277 －

投資有価証券評価損 41,547 －

ゴルフ会員権償還損 3,000 －

特別損失合計 61,058 －

税引前当期純利益 75,009 194,611

法人税、住民税及び事業税 50,444 94,571

法人税等調整額 44,290 5,139

法人税等合計 94,734 99,711

当期純利益又は当期純損失（△） △19,724 94,900

－18－

㈱ショクブン（9969）　平成24年３月期決算短信



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,148,010 1,148,010

当期末残高 1,148,010 1,148,010

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 611,806 611,806

当期末残高 611,806 611,806

その他資本剰余金   

当期首残高 1,005,138 1,005,138

当期変動額   

自己株式の処分 － △128,796

当期変動額合計 － △128,796

当期末残高 1,005,138 876,341

資本剰余金合計   

当期首残高 1,616,944 1,616,944

当期変動額   

自己株式の処分 － △128,796

当期変動額合計 － △128,796

当期末残高 1,616,944 1,488,147

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 115,004 115,004

当期末残高 115,004 115,004

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 771,748 657,524

当期変動額   

剰余金の配当 △94,500 △76,826

当期純利益又は当期純損失（△） △19,724 94,900

当期変動額合計 △114,224 18,074

当期末残高 657,524 675,598

利益剰余金合計   

当期首残高 886,753 772,529

当期変動額   

剰余金の配当 △94,500 △76,826

当期純利益又は当期純損失（△） △19,724 94,900

当期変動額合計 △114,224 18,074

当期末残高 772,529 790,603

自己株式   

当期首残高 △447,720 △501,602

当期変動額   

自己株式の取得 △53,881 △46,052

自己株式の処分 － 547,152

当期変動額合計 △53,881 501,100

当期末残高 △501,602 △502

－19－

㈱ショクブン（9969）　平成24年３月期決算短信



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本合計   

当期首残高 3,203,987 3,035,881

当期変動額   

剰余金の配当 △94,500 △76,826

当期純利益又は当期純損失（△） △19,724 94,900

自己株式の取得 △53,881 △46,052

自己株式の処分 － 418,355

当期変動額合計 △168,106 390,377

当期末残高 3,035,881 3,426,258

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △34,554 △18,533

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,021 52,383

当期変動額合計 16,021 52,383

当期末残高 △18,533 33,849

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △34,554 △18,533

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,021 52,383

当期変動額合計 16,021 52,383

当期末残高 △18,533 33,849

純資産合計   

当期首残高 3,169,432 3,017,347

当期変動額   

剰余金の配当 △94,500 △76,826

当期純利益又は当期純損失（△） △19,724 94,900

自己株式の取得 △53,881 △46,052

自己株式の処分 － 418,355

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,021 52,383

当期変動額合計 △152,085 442,761

当期末残高 3,017,347 3,460,108
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該当事項はありません。 

  

監査役 

新任監査役候補（平成24年６月28日開催の第36期定時株主総会で選任予定） 

 
  

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他

役員の異動

氏 名 新役職名 現役職名または主な職業

仲尾 孝司 監査役（常勤） 顧問
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株式会社ショクブン 

（東証・名証２部） 

平成２４年３月期 決算短信（発表資料の要約） 

 

当社の平成２４年３月期 決算につきまして、配布の決算短信のとおり発表させていただきます。 

 

１．業績について 

 イ 当連結会計年度および当事業年度の業績 

 当連結会計年度 当事業年度 

 前年度比  前年度比 

売 上 高 １０５億２３百万円 ９８．２％ １０５億１０百万円 ９８．２％

営 業 利 益 ３億０９百万円 １２７．０％ ２億５９百万円 １３４．７％

経 常 利 益 ２億１５百万円 １４７．６％ １億９４百万円 １５６．７％
当 期 純 利 益 ９４百万円 － ％ ９４百万円  － ％
１株当たり当期純利益 ８円４２銭 ８円４４銭 

（注）当社の連結対象子会社は、株式会社食文化研究所１社であります。 

①   売上高は１０５億２３百万円になりました。当社グループは、お客様の健康を第一義に考え、安全で安
心のできる美味しい食材をお届けすることを基本にしております。この基本に立ち、メニュー商品では、
朝食をセットにしたコースの新設や日曜サービスメニューの新設等、多様なメニュー選択のできる冊子に
改訂しました。特売商品では、商品を厳選し、季節に合わせた商品の提供を積極的に行いました。お客様
の節約志向や他業態からの宅配事業参入など競争が増したものの、売上高は、前年度並みを維持すること
ができました。売上高の内訳は決算短信１３ページ（販売の状況）に記載のとおりであります。 

②   経常利益は２億１５百万円（前年度比１４７．６％）になりました。夏の猛暑、冬の異常低温などによ
り野菜全般の仕入価格は高騰しました。一方、製造にかかるコストは、生産効率の向上により前年度に比
べ２９百万円の削減を達成した結果、売上原価率は５８．２％と前年度に比べ０．１ポイント改善しまし
た。また、販売費及び一般管理費は、宅配効率の向上や拡販方法の見直しにより、前年度に比べ１億３９
百万円減少しました。 

③   以上の結果、当期純利益は９４百万円（前年度は△１８百万円）になりました。 

 

 ロ 翌連結会計年度および翌事業年度の業績予想 

 翌連結会計年度 翌事業年度 

第２四半期累計期間 前年同期比  前年同期比 

売 上 高 ５０億２１百万円 ９７．５％ ５０億１４百万円 ９７．５％

営 業 利 益 △１５百万円 ―％ △４３百万円 ―％

経 常 利 益 △５７百万円 ―％ △５４百万円 ―％

当 期 純 利 益 △８１百万円 ―％ △６９百万円 ―％

１株当たり当期純利益 △６円９２銭  △５円８４銭  

通 期 前年度比  前年度比 

売 上 高 １０７億８８百万円 １０２．５％ １０７億６９百万円 １０２．５％

営 業 利 益 ３億２０百万円 １０３．５％ ２億６４百万円 １０２．３％

経 常 利 益 ２億３２百万円 １０８．０％ ２億０６百万円 １０６．２％

当 期 純 利 益 １億０５百万円 １１０．９％ １億００百万円 １０５．５％
１株当たり当期純利益 ８円８６銭 ８円４４銭 
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２．株主還元策について 

 イ 配当金 

当期 期末は１株当たり３.５円を予定しております。なお、通期は中間配当金を含め

１株当たり７円になります。 

次期予定 １株当たり年間７円を予定しております。 

ロ 株主優待策 

 毎年３月３１日及び９月３０日現在の当社株式１千株以上所有の株主に対し、半期８千円（通期 

１６千円）相当の自社製品を進呈いたします。（従来どおり） 

 

３．財政状態について 

 財政状態は、決算短信の添付資料２ページ「１．経営成績（２）財政状態に関する分析」に記載のとお

りです。 

 自己資本比率は、前期末の２９．４％から３３．８％になりました。この主な理由は、自己株式の処分

によるものであります。 

１株当たり純資産は、前期末の２８２円１３銭から２９９円６９銭になりました。 

 

４．設備投資について 

当期 設備金額 ９５百万円 主なものは 

設備更新等                    １９百万円 

リース資産                    ７６百万円 

 減価償却費 ２億２３百万円 

次期予想 設備金額 

 

２億５０百万円 主なものは 

 土地取得（愛知県西尾市）             ８０百万円 

 設備更新等                  １億７０百万円 

 減価償却費 ２億２０百万円 

 

５．次期の見通しについて 

平成２５年３月期のわが国経済は、東日本大震災の復興が進むことによる景気回復の期待があるものの、原
油価格の高騰や電力供給不足等、先行き不透明な状況が続くものと思われます。 
当社グループは、高齢者世帯や共働き世帯が増加する社会情勢の中、当社の食材宅配の利便性の良さや魅力

を消費者の皆様によく知っていただくとともに、安全で安心のできる美味しい食材のお届けをすること等で顧
客の増加に努めてまいります。 
以上より、次期の業績につきましては、売上高は１０７億８８百万円、営業利益は３億２０百万円、経常利

益は２億３２百万円、当期純利益は１億５百万円を予定しております。 

 

               以 上 
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